
購入図書案内　　5月号
2012年　3月受入分　No.255　名 取 市 図 書 館

総記 10年後に食える仕事食えない仕事 渡邉 正裕∥著 366.21

わたしの小さな古本屋 田中 美穂∥著 024.8 女中がいた昭和 小泉 和子∥編 366.38

哲学・宗教 生きる希望を忘れた若者たち 鈴木 弘輝∥著 367.68

論語 佐久／協∥著 123.83 老いのくらしを変えるたのしい切り紙 井上 由季子∥著 369.26

超常現象の科学
リチャード・
ワイズマン∥著

147 介護とブックトーク 梓 加依∥著 369.26

２０代仕事に躓いた時に読む本 千田／琢哉∥著 159.4 誰も気づかなかった介護の真実
森田記念会・介護老人保健施設
プロスペクトガーデンひたちなか
∥編

369.26

「心の財」はこわされない 「潮」編集部∥編 188.98
シニアがみるみる若返る
お手玉遊びの魔法

斎藤 道雄∥著 369.26

歴史・地理 ITが守る、ITを守る 坂井 修一∥著 369.3

世界の陰謀論を読み解く 辻 隆太朗∥著 204 AMDA被災地へ! 菅波 茂∥編著 369.31

天皇と原爆 西尾／幹二∥著 210.01 ふるさとをあきらめない 和合 亮一∥著 369.31

ＮＨＫさかのぼり日本史5・７ 210.1
ボランティアナースが綴る
東日本大震災

全国訪問ボランティア
ナースの会キャンナス∥編 369.31

ＮＨＫさかのぼり日本史 210.1 何が来たって驚かねえ! 有田 芳生∥著 369.31

蕩尽する中世 本郷／恵子∥著 210.4 検証「大震災」
毎日新聞「震災検
証」取材班∥著

369.31

日本人「再生」と「復興」の100年
近現代史
編纂会∥編

210.6 自衛隊員が撮った東日本大震災 防衛省∥協力 369.31

二・二六事件秘話 河野／司∥著 210.7
写真記録¦東日本大震災
3・11からの軌跡

毎日新聞社∥著 369.31

東北不屈の歴史をひもとく 岡本 公樹∥著 212 震災1年全記録 朝日新聞社∥著 369.31

東北不屈の歴史をひもとく 岡本 公樹∥著 212 震災死 吉田 典史∥著 369.31

マリー・アントワネット運命の２４時間中野／京子∥著 235.06 東日本大震災・ダイジェスト 369.31

東日本大震災復興支援地図 291.2
東日本大震災に遭って知った、
日本人に生まれて良かった

吉岡 逸夫∥[著] 369.31

屋根裏プラハ 田中／長徳∥著 293.48 東日本大震災消防隊員死闘の記 南三陸消防署∥編 369.31

社会科学
読売新聞記者が見つめた
東日本大震災300日の記録

369.31

読売新聞朝刊一面コラム
「編集手帳」　第２１集

竹内／政明∥著 304 負げでたまっか!
聖教新聞
編集総局∥編 369.31

政治家・官僚の名門高校人脈 横田／由美子∥著 312.1 犠牲のシステム福島・沖縄 高橋 哲哉∥著 369.36

震災復興の先に待ちうけているもの 山岡／淳一郎∥著 312.1 先生のための百科事典ノート 赤木／かん子∥著 375.1

中東新秩序の形成 山内 昌之∥著 312.27
月齢別赤ちゃんの
よろこぶあそび110

横山 洋子∥著 376.16

国会便覧　平成24年2月新版 314.04 東大医学部 安川 佳美∥著 377.28

地方自治入門 稲継 裕昭∥著 318 無形文化遺産とは何か 七海 ゆみ子∥著 386.8

最高裁の違憲判決 山田／隆司∥著 327.01 自衛隊かく闘えり 井上 和彦∥著 392.11

マネジメント 上田／惇生∥著 336 自然科学

アサーション入門 平木 典子∥著 361.45 科学嫌いが日本を滅ぼす 竹内／薫∥著 402

磯野家の年金
「磯野家の年金」
編集部∥編

364.6 大宇宙 440
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ますます眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤／勝彦∥著 440.2 第二のフクシマ、日本滅亡 広瀬 隆∥著 543.5

宇宙に外側はあるか 松原／隆彦∥著 443.9 日本の原子力施設全データ 北村 行孝∥著 543.5

高度1万メートルから見たオーロラ
國分 勝也
∥著　写真

451.75
東日本大震災
そのとき海上保安官は

海上保安協会
∥編著

557.8

地震列島と原発 453.21 銀座と資生堂 戸矢／理衣奈∥著 576.7

震災と原発
日経サイエンス
編集部∥編

453.21
自分でできる!
洋服のお直しとリメイクの本

香田 あおい∥著 593.36

人類大移動 印東 道子∥編 469.3 やさしい着物リフォーム 渋谷／容子∥制作 593.36

雑草の呼び名事典 亀田 龍吉∥写真　 470 藍で染めるカンタン絞り染め 593.7

植物による食中毒と皮膚のかぶれ 指田／豊∥共著 471.9
かわいい“name”刺しゅうの
イラスト&図案集

森田 和昌∥[著] 594.2

動物が幸せを感じるとき
テンプル・
グランディン∥著

481.78
いちばんよくわかる
かぎ針あみレースの基礎

594.3

動物行動学入門 今泉 忠明∥著 481.78
絶対おいしい！
はじめてのフライパンおかず

主婦と生活社∥編 596

魚は痛みを感じるか?
ヴィクトリア
ブレイスウェイト∥著 487.51

ミセス・ベリーの
コンフィチュールとティーフーズ

赤曽部／麗子∥著 596

フクロウ
デズモンド
モリス∥著

488.75
無印良品のシリコーン調理ケース丸型で
つくる万能のたれ&ソースで
パッとおいしいごはん

枝元 なほみ∥著 596

100歳まで元気にすごす漢方読本 杵渕 彰∥著 490.9 青山有紀の韓国レシピ 青山 有紀∥著 596.22

体内時計の謎に迫る 大塚 邦明∥著 491.3 キムチごはん 三宅／郁美∥著 596.3

骨盤メンテ１・２ 渡部 信子∥著 492.79 野菜ひとつで旬ベジごはん 庄司／いずみ∥著 596.37

骨盤メンテ 渡部 信子∥著 492.79 野菜がおいしいレシピ 主婦の友社∥編 596.37

「細胞シート」の奇跡 岡野／光夫∥著 492.89
こうちゃんの超簡単！
野菜丸ごと楽うまレシピ

相田／幸二∥著 596.37

「内部被ばく」こうすれば防げる！ 漢人／明子∥著 493.2 Salad Cafeのとっておきサラダレシピ
ケンコーマヨネーズ
株式会社∥
レシピ制作

596.37

「排便力」をつけて便秘を治す本 松生 恒夫∥著 493.46
レンジですぐうま!
朝昼晩の冷凍うどん

浜内 千波∥著 596.38

ダイエット依存症を乗りこえる!
正しい治し方と知識

市橋 秀夫∥著 493.74
決定版!幼稚園のおべんとう
裏ワザ大事典

596.4

ホーダー
ランディ
O.フロスト∥著

493.74
ａｋｉｎｏｉｃｈｉｇｏの簡単！
絵本のおべんとう

稲熊／由夏∥著 596.4

がんの「苦痛」をとる治療 石井 典子∥著 494.5 こうして作れば朝ラク！べんとう 596.4

なぜ、「かかりつけ歯科医」の
いる人は長寿なのか？

星／旦二∥著 497 スクエア型のケーキとタルト 若山／曜子∥著 596.65

実用書 産業

命と地域を守る
日刊建設工業新聞社
震災特別取材班∥編著 510.94 救国のレジリエンス 藤井 聡∥著 601.1

環境異変 共同通信社∥編 519
いますぐ使える家庭菜園・
農園道具の便利帳

原 由紀子∥著 626.9

日本人はどう住まうべきか? 養老 孟司∥著 520.4 花色見本帖 627.9

門まわり・玄関前の庭 527 ＴＰＰ興国論 松田／学∥著 678.3

最高にステキな<間取り>の図鑑 ザ　ハウス∥編著 527.1 小型蒸気機関車全記録　東日本編 高井／薫平∥著 686.21

旅客機年鑑　2012-2013 青木 謙知∥監修  執筆538.6
「格安航空会社」の
企業経営テクニック

赤井 奉久∥著 687.3

電力改革 橘川 武郎∥著 540.93 芸術・スポーツ

福島第一原発－真相と展望
アーニー・
ガンダーセン∥著

543.5 仏像と古代史 関／裕二∥著 718
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福島原発現場監督の遺言 恩田／勝亘∥著 543.5 やさしい水彩画教室 鈴木 新∥監修 724.4

マンガのあなた　ＳＦのわたし 萩尾／望都∥著 726.1 物語（日本）

97歳の幸福論。 笹本 恒子∥著 740.21 猫弁 大山／淳子∥著 N

ぶんらくの本
国立劇場
調査養成部

774 ある成功者の老後 曾野／綾子∥著 N

のう・きょうげんのほん
国立劇場
調査養成部

774 原発と拳銃 杉浦／昭嘉∥著 N

かぶきの本
国立劇場
調査養成部

774
ピース・オブ・ケーキと
トゥワイス・トールド・テールズ

金井 美恵子∥著 N

恩返し 桂 歌丸∥著 779.13 青にまみえる 左能／典代∥著 N

すべてのマラソンランナーに
伝えたいこと

瀬古 利彦∥著 782.3 帝の毒薬 永瀬 隼介∥著 N

文学 魔界都市ブルース　１２ 菊地／秀行∥著 N

世界は文学でできている 沼野／充義∥編著 904 小説（外国）

児童文学キッチン 小林／深雪∥文 909.3 時は老いをいそぐ
アントニオ・
タブッキ∥著

F

ロバートキャンベルの小説家神髄
ロバート
キャンベル∥編著

910.26 冬の灯台が語るとき
ヨハン・
テオリン∥著

F

池波正太郎の東京・下町を歩く 常盤／新平∥著 910.27 ジェンナ
メアリ・Ｅ．
ピアソン∥著

F

安部公房の都市 苅部／直∥著 910.27 第六ポンプ
パオロ・
バチガルピ∥著

F

和歌への招待 久保田／淳∥著 911.1 ロスト・シティ・レディオ
ダニエル
 アラルコン∥著

F

今日から俳句 片山／由美子∥著 911.31 郷土資料

海の石 大越／桂∥著 911.56 「東北の独眼竜」伊達政宗 榎本／秋∥著 M289.1

花の冠 大越／桂∥著 911.56 復興に命をかける 村井 嘉浩∥著 M318.223

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ さかな記者が見た大震災石巻讃歌 高成田／享∥著 M369.31

大人の流儀　続 伊集院／静∥著 914.6 被災地巡礼 名村／栄治∥著 M369.31

94歳。寄りかからず。
前向きにおおらかに

吉沢 久子∥著 914.6
東日本大震災石巻災害医療の
全記録

石井 正∥著 M498.89

ピョンヤンの夏休み 柳／美里∥著 915.6 いのちを守る 西澤 匡史∥編著 M498.89

原発に「ふるさと」を奪われて 長谷川 健一∥著 916 仙台ぐらし 伊坂 幸太郎∥著 M914.6

震災が教えてくれたこと 今野 公美子∥著 916 DVD

3・11慟哭の記録 金菱 清∥編 916 笠島はいづこ皐月のぬかる道 V291.23

火事にそなえて V317.7

熊野堂神楽 V386.8

伝統を受け継ぐ  熊野新宮社 V521.81

閖上  赤貝漁 V661

郷土の文化財 V709.1

名取熊野三社 V709.1
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児童書（ものがたり） 絵本

アンナとプロフェッショナルズ　１ ＭＡＣ∥著 KF おしいれのぼうけん ふるた たるひ∥さく E

児童書（その他） ねぎぼうずのあさたろう　その３ 飯野 和好∥作 E

だまし絵でわかる脳のしくみ 竹内／龍人∥著 K145.5 バムとケロのもりのこや 島田 ゆか∥作 絵 E

世界にはばたく日本力
日本の国際協力

こどもくらぶ∥編さん K329.39 ももたろう こわせ たまみ∥文 Eｷｲﾛ

観察して楽しむ天体入門 沼澤／茂美∥著 K442 ５のすきなおひめさま こすぎ／さなえ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

地球の不思議を科学する 青木／正博∥監修 K450 あいうえおもちゃごう 石川／日向∥作・絵 Eﾐﾄﾞﾘ

草の葉のいろいろ１２か月 平野／隆久∥著 K470 ええところ
くすのき／
しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

世界の葉と根の不思議 湯浅／浩史∥著 K471.1 こぐまとめがね こんの／ひとみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

カブトムシ＆クワガタ百科 安藤“アン”誠起∥著 K486.6 こじかじじっこ さかい さちえ∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

アゲハ 中山／れいこ∥著 K486.8 そらからのめぐみ ビーゲン  セン∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

たんけんはっけんじぶんの歯 丸森／英史∥著 K497.7 タベールだんしゃく
さかもと／いくこ
∥作・絵 Eﾐﾄﾞﾘ

世界にはばたく日本力
日本の環境技術

こどもくらぶ∥編さん K519 ふじさんファミリー
みやにし／
たつや∥作絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ココがスゴい新幹線の技術 梅原 淳∥著 K546.5 プリンちゃん
なかがわ／
ちひろ∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

だまし絵の不思議な世界 杉原 厚吉∥著 K725.2 もうどう犬リーとわんぱく犬サン 郡司／ななえ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

世界にはばたく日本力
日本のマンガ・アニメ

こどもくらぶ∥編さん K726.101

おりがみ手紙 寺西 恵里子∥作 K754.9

世界にはばたく日本力
日本の音楽

こどもくらぶ∥編さん K762.1

絵本はラベルの色で分類しています。

　Eｱｶ･･･ちいさいえほん（幼児向け）
　Eｷｲﾛ･･･民話のえほん
　Eｵﾚﾝｼﾞ･･･知識えほん
　Eﾊｲｲﾛ･･･外国のえほん
　Eﾐﾄﾞﾘ･･･日本のえほん
　Eﾑﾗｻｷ･･･大人向けえほん
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